
大会注意事項 

 各選手は開始予定 15 分前までに会場に集合して本部に出席を届けてください。 

 試合進行はオーダーオブプレイにより行います。前の試合が終わったら直ちにコートに入り、サー

ビス練習 4 本のみを行い試合を始めてください。 

 試合球はドローＮｏの若い方が本部が取りに来て試合後は勝者がスコアとセットボールを届けてく

ださい。尚、初戦敗退者は 14 日のコンソレーションに自動エントリーしますので、棄権される場合

は必ず申し出てください。＊ダブルスは男女ともコンソレはありません。 

 なお、BYE に選手が入る場合は対戦者に連絡します。 

 試合会場「宝塚市営売布北テニスコート」（売布自由が丘 8-1）は阪急売布神社駅より北へ歩いて

約 15 分位の所にあります。会場では食べ物の販売はありませんので、事前に用意してくるようにし

てください。器物を壊したり施設を汚したりしないように、ゴミは各自持ち帰ってください。 

 大会当日のお問合せ番号 090-3715-8399（森井） 

日程表 

12 日（月）9:00 試合開始   
9：00 

11：00 

男子シングルス１、２回戦（ドローNo1～38） 

男子シングルス１、２回戦（ドローNo39～７６） 

ベスト８くらいまで 

6 ゲーム先取 

(各ゲームノーアドバンテージ) 

 

13：00 

14：00 

女子ダブルス1回戦 

女子ダブルス 2 回戦 

ベスト４くらいまで 

 

13 日（火）9:00 試合開始 

9:00 

10：00 

女子シングルス 1 回戦 

女子シングルス 2 回戦 
べスト４くらいまで 

6 ゲーム先取(各ゲームノアーアドバンテージ) 

ベスト 4 より 1 セットマッチ（６－６タイブレーク､ノーアド） 

＊女子シングルス及びダブルスのベスト 4 以降の試合

は 14 日(水)に行う予定です 

各種目終了後に表彰式を行います。 
10：00 

12：00 

13：00 

男子シングルス残り試合 

男子ダブルス１回戦 

男子ダブルス 2 回戦～最後まで 

 

14 日（水）9:00 試合開始 

女子本戦残り試合、男女シングルスコンソレーション（本戦ドロー採用。初戦敗者のみ参加）表彰あり。 

9:00 女子シングルス、ダブルス残り試合 本戦はベスト４より１セットマッチ(６－６タイブレーク、ノーアド) 

コンソレは６ゲーム先取ノーアドバンテージで行います。 

（コンソレは進行次第で変更する場合があります） 

本戦が未消化の場合、本戦を行う事があります。 

優勝者のみ副賞があります。 

9:00 男子シングルスコンソレ 1,2 回戦 

12:00 女シングルコンソレ 1,2 回戦 

上記日程は天候等で変更する場合があります。その場合は会場で連絡、もしくはテニス協会ホームページ

に掲載します。 

 



 

吉次　亮 島田　陣壱
(宝塚西) (宝塚東）
森下　陽輝 福井　勇希
(宝塚北) (県宝塚）
梶原　佑太 藤木　歩夢
(県宝塚） (宝塚西)
竹下　友斗 時本　康太郎
(宝塚東） (宝塚東）
島内　海那将 工藤　大暉
(県宝塚） (県宝塚）
浅田　泰成 吉本　拓矢
(宝塚東） (宝塚北)
薦田　勝弘 森田　裕章
(県宝塚） (宝塚西)
中濱　友志 柴山　貝彬
(宝塚西) (宝塚西)
田中　陽貴 横山　晃大
(宝塚北) (県宝塚）
山口　知温 西村　悠希
(宝塚西) (宝塚西)
外堀　佑真 菊池　勁士
(宝塚北) (宝塚東）
衣川　和希 柿原　拓茉
(県宝塚） (県宝塚）
山本　耀 澤田　一輝
(県宝塚） (宝塚東）
酒本　泰誠 槇　晃太郎
(宝塚西) (宝塚西)
江上　昇 池田　皓詞
(宝塚東） (県宝塚）
谷口　隼人 稲垣　輝
(県宝塚） (宝塚西)
福岡　洵 辻岡　流介
(県宝塚） (県宝塚）
横畠　宏樹 福山　恵人
(宝塚西) (宝塚西)
島村　侑希 岩戸　大樹
(宝塚北) (宝塚TC)
伊藤　圭外 吉田　竜大
(宝塚TC) (宝塚西)
小室　聡太 能登　大空
(県宝塚） (宝塚北)
米山　哲太 上田　龍司
(宝塚東） (県宝塚）
廣瀬　徳馬 金井　優樹
(宝塚東） (山手台中)
山嵜　大雅 塚本　陽士
(宝塚西) (宝塚東）
堀川　聖太 辰巳　俊
(宝塚西) (県宝塚）
佐藤　秀橘 片岡　豊
(宝塚北) (県宝塚）
立岡　光貴 庄　正樹
(県宝塚） (宝塚西)

地阪　僚介
(山手台中)

楠　元太 森下　拓海
(宝塚北) (宝塚東）
岩上　朋弘 西野　睦孝
(宝塚北) (宝塚東）

小樋山　悠一 友石　健斗
(県宝塚） (宝塚北)
池田　開夢 鈴木　優太
(宝塚東） (宝塚北)
米良　風樹 辻本　直希
(宝塚西) (県宝塚）
山口　陽生 香川　颯汰
(宝塚西) (宝塚西)
瀬脇　大耀 井寄　智貴
(県宝塚） (県宝塚）
久保　匠 鈴木　翔太
(宝塚西) (宝塚西)
富井　信宏 矢作　崇任
(宝塚東） (宝塚東）
樋口　雄大 野呂　健太
(県宝塚） (宝塚北)
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佐藤　鈴夏 妻鳥　優香
(宝塚西) (県宝塚)
永田　鈴 千原　ゆきの
(宝塚東) (宝塚北)
天久　咲希 岡　澪央奈
(県宝塚) (宝塚東)
尾形　碧 清水　菜月
(宝塚西) (宝塚東)
吉田　朋花 田口　遼華
(県宝塚) (県宝塚)
塗　菜奈子
(宝塚北)
小西　牧歩 太田　遥
(県宝塚) (県宝塚)
三橋　優菜 馬木　蓮音
(宝塚東) (宝塚西)
山下　さくら 立川　茉奈
(県宝塚) (宝塚東)
佐々木　麻衣 樋口　友衣子
(宝塚西) (県宝塚)
狭間　朱理 静間　香菜子
(県宝塚) (宝塚東)
中村　美香 松井　亜胡
(宝塚西) (県宝塚)
筒井　夢咲 下山　涼
(宝塚北) (宝塚西)
深町　萌葉 野村　菜々美
(宝塚東) (県宝塚)
内野　姫花 前田　紗希
(県宝塚) (宝塚西)
中井　美那 谷田　奏
(宝塚西) (県宝塚)
増田　矢奈 三木　優菜
(県宝塚) (県宝塚)
山中　明日香 金森　愛
(宝塚東) (宝塚西)
池野　未来 上田　葉月
(県宝塚) (宝塚西)
末次　泉紀 西村　千笑
(宝塚東) (宝塚西)

福留　思乃
(県宝塚)

安井　陽菜 廣葉　未来
(県宝塚) (県宝塚)
宮城　郁未 徳山　愛生
(宝塚東) (宝塚東)
本郷　菜花 家門　志歩
(県宝塚) (県宝塚)
夏目　星奈 辰己　あすか
(宝塚東) (宝塚北)
岡部　真衣 松下　向日葵
(宝塚北) (宝塚東)
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谷・河村 島田・江上

(宝塚西) (宝塚東）

小西・浅田 上田・辻岡

(宝塚東） (県宝塚）

小室・山本 庄・鈴木

(県宝塚） (宝塚西)

横畠・稲垣 瀬脇・谷口

(宝塚西) (県宝塚）

友石・能登 山口(陽)・槇

（宝塚北） (宝塚西)

田中・岩上 西村・山口(知）

（宝塚北） (宝塚西)

柴山・中濱 外堀・森下

(宝塚西) （宝塚北）

福岡・片岡 衣川・井寄

(県宝塚） (県宝塚）

山嵜・米良 立岡・福井

(宝塚西) (県宝塚）

時本・竹下 伊藤・青木

(宝塚東） (宝塚西)

池田・薦田 岩戸・伊藤

(県宝塚） （宝塚TC)

吉次・吉田 森下・池田

(宝塚西) (宝塚東）

菊池・矢作 三和・溝田

(宝塚東） (宝塚西)

工藤・梶原 辻本・島内

(県宝塚） (県宝塚）

酒本・香川 佐藤・井上

(宝塚西) （宝塚北）

辰巳・小樋山

(県宝塚）

楠・鈴木 堀川・安藤

（宝塚北） (宝塚西)

西野・塚本 米山・廣瀬

(宝塚東） (宝塚東）

伊藤・吉村 今川・森田

(宝塚西) (宝塚西)

重光・中西 地阪・金井

(宝塚西) （山手台中）

澤田・富井 福山・藤木

(宝塚東） (宝塚西)

樋口・横山 野呂・島村

(県宝塚） （宝塚北）
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佐藤・下山 妻鳥・野村

（宝塚西） (県宝塚)

山中・永田 中井・大儀

（宝塚東） （宝塚西）

狭間・家門 後藤・上田

(県宝塚) (宝塚北）

辰己・日髙 安井・太田

(宝塚北） (県宝塚)

福留・吉田 宮城・岡

(県宝塚) （宝塚東）

清水・徳山 増田・田口

（宝塚東） (県宝塚)

小西・池野 上田・西村

(県宝塚) （宝塚西）

馬木・金森 三橋・立川

（宝塚西） （宝塚東）

末次・静間 尾形・佐々木

（宝塚東） （宝塚西）

山岡・木村

(宝塚北）

松井・廣葉 樋口・山下

(県宝塚) (県宝塚)

夏目・三木 本郷・天久

（宝塚東） (県宝塚)

内野・谷田 前田・中村

(県宝塚) （宝塚西）

筒井・梨元 松下・深町

(宝塚北） （宝塚東）
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